
資料３

環境影響評価法の改正等について

（第７回中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度専門委員会資料から抜粋）

○（資料２） 環境影響評価法の一部を改正する法律の成立について

○（資料３） 風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会につ

いて

○（資料４） 火力発電所リプレースに係る環境影響評価手続合理化について

○（資料５） 環境影響評価法第５２条第２項により適用除外の対象となる発電設備施設

等の事業の実施について



環境影響評価法の一部を改正する法律の成立について 

 

環境影響評価法については、平成 21年９月より中央環境審議会環境影響評価制度専門委

員会において御議論いただき、平成 22年２月 22 日に「今後の環境影響評価制度の在り方に

ついて」答申をいただいたところ。 

本答申を踏まえた「環境影響評価法の一部を改正する法律案」を第 174回通常国会（平成

22 年）に提出し、審議いただいたところであるが、平成 23年 4月 22 日、第 177回通常国

会において原案のまま可決・成立し、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成 23年法律

第 27号)として同月 27日に公布された。 

 

（参考） 

環境影響評価法の一部を改正する法律案の審議経過 

 

平成 22 年２月 22 日 「今後の環境影響評価制度の在り方について」中央環境審議会答申 

平成 22 年３月 19 日 「環境影響評価法の一部を改正する法律案」閣議決定 

平成 22 年３月～    第 174 回通常国会において審議 

     ４月 20 日  参議院環境委員会にて修正、 

修正部分以外の原案は全会一致で可決 

     ４月 21 日  参議院本会議にて全会一致で可決 

     ６月 16 日  衆議院環境委員会にて閉会中審査の議決 

 

平成 22 年 10 月～   第 176 回臨時国会において審議 

     11 月 19 日  衆議院環境委員会にて全会一致で可決 

     11 月 25 日  衆議院本会議にて全会一致で可決 

     12 月 ３日   参議院環境委員会にて閉会中審査の議決 

 

平成 23 年４月～    第 177 回通常国会において審議 

     ４月 14 日  参議院環境委員会にて全会一致で可決 

     ４月 15 日  参議院本会議にて全会一致で可決 

     ４月 19 日  衆議院環境委員会にて全会一致で可決 

     ４月 22 日  衆議院本会議にて全会一致で可決・成立 

     ４月 27 日  「環境影響評価法の一部を改正する法律」公布 
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環境影響評価法の一部を改正する法律の概要について 

 

１．改正の趣旨 

 環境影響評価法（平成９年制定）（以下「法」という。）の施行以降、法に基づく環

境影響評価手続の適用実績は着実に積み重ねられ、環境保全に配慮した事業の実施を確

保する機能を果たしてきた。法附則第７条では、「政府は、この法律の施行後十年を経

過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする」こととされている。 

 法の完全施行から 10年を迎え、法の施行を通じて浮かび上がった課題や、生物多様性

の保全、地球温暖化対策の推進、地方分権の推進、行政手続のオンライン化等の社会情

勢の変化に対応するため、「環境影響評価法の一部を改正する法律案」を国会に提出し、

平成 23年 4月に成立・公布されたものである。  

 

２．改正法の概要 

（１）交付金事業を対象事業に追加 

補助金を交付金化する取組が進められていることを踏まえ、交付金の交付対象事業に

ついても法対象事業とする。  

（２）計画段階配慮書の手続の新設 

 事業の早期段階における環境配慮を図るため、第一種事業を実施しようとする者は、

事業の位置、規模等を選定するにあたり環境の保全のために配慮すべき事項について検

討を行い、計画段階配慮書を作成することを義務化する。  

（３）方法書における説明会の開催の義務化 



法施行後に作成されている方法書の実態として、図書紙数の分量が多く、内容も専門

的なものとなっていること等を踏まえ、事業者による方法書段階における説明会の実施

を義務化する。  

（４）電子縦覧の義務化 

 電子化の進展を踏まえ、インターネットの利用等による環境影響評価図書の電子縦覧

を義務化する。  

（５）評価項目等の選定段階における環境大臣意見の技術的助言を規定 

 現行制度において環境大臣意見は評価書の段階でのみ述べられることとなっている

が、評価項目等の選定段階においても、環境大臣が主務大臣に対し技術的見地から意見

を述べることができるものとする。  

（６）政令で定める市から事業者への直接の意見提出 

 現行制度においては都道府県知事が関係市町村長の意見を集約したうえで事業者に

対して意見を述べる仕組みとなっている。地方分権の進展等を踏まえ、事業の影響が単

独の政令で定める市の区域内のみに収まると考えられる場合は、当該市の長から直接事

業者に意見を述べるものとする。  

（７）環境保全措置等の公表等の手続の具体化 

事業着手後の環境保全措置等の実施状況を明らかにすることは、環境影響評価後の環

境配慮の充実に資するものであることから、評価書の公告を行った事業者に対して、環

境保全措置等の実施状況についての公表等を義務化する。  

 

３．施行期日 

 公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日とする。ただし、

２．（１）及び（３）から（６）については公布の日から起算して１年を超えない範囲

内において政令で定める日から施行する。  

 



※

※

スクリーニング手続

【準備書】 環境アセスメント結果の公表

環境影響評価法改正法の概要 （赤字・赤矢印が法改正事項）

対象事業に係る計画策定 配慮書の内容等を考慮

事
業
実
施
段
階
の
手
続

第２種事業については
事業者が任意に実施

住
民
・知
事
等
意
見

【方法書】 評価項目・手法の選定

事
業
実
施
段
階
前
の
手
続

説明会の開催

【報告書】環境保全措置等の結果の報告・公表 許認可等権者の意見

環境大臣の意見

許認可等権者の意見

地方公共団体

許認可等権者が判定

交付金事業を対象事業に追加 （政令改正：風力発電所を追加）
対象事業

政令で定める市から事業者への直接の意見提出

環境大臣の意見

評価項目、調査・予測及び評価手法の選定

（学識経験者の活用）
環境大臣の意見等

調査・予測・評価の結果に基づき、環境保全措置を検討

計画段階配慮事項の検討（ＳＥＡ）

【配慮書】 ＳＥＡの結果

知事意見

住
民
・知
事
等
意
見

方法書、準備書及び評
価書について電子縦覧
の義務化

環境大臣の意見

主務大臣の意見 災害等に準じる特例規定

主務大臣の意見

意見を述べる場合、
環境大臣に助言を
求めるよう努力

【評価書】環境アセスメント結果の修正・確定

政令で定める市から事業者への直接の意見提出

説明会の開催

許認可等・事業の実施

※ 配慮書、報告書に関する改正事項：公布後２年以内に施行
上記以外に関する改正事項：公布後１年以内に施行



今後想定されるスケジュール

改正法の一部施行

改正法の公布

基本的事項（環境省告示）の公表

～平成24年4月

～平成24年10月

～平成25年4月

4月27日公布

○平成24年4月に施行される法改正事項

・交付金事業を対象事業に追加

・方法書段階での説明会の開催の義務化

・電子縦覧の義務化

・政令指定都市からの直接の意見提出手続の新設

・方法書段階における環境大臣意見提出手続の新設

・都道府県知事等が許認可権者の場合の環境大臣助言手続の新設

○平成25年4月に施行される法改正事項

・計画段階配慮書の手続の新設

・環境保全措置等の公表等

平成23年
4月22日成立

主務省令の公表

改正法の完全施行



風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会について 

 

背景 

○風力発電事業については、騒音・低周波音に関する苦情や希少な鳥類の衝

突事故等の環境影響が指摘されている。 

○早い段階で風力発電事業に係る環境影響を把握し、地域住民等の理解を得

ることは、円滑な事業の実施に資するものであり、これらを適切に行うた

め、昨年２月に取りまとめられた中央環境審議会の答申「今後の環境影響

評価制度の在り方について」において、「風力発電施設の設置を法の対象事

業として追加することを検討すべき」と示された。 

 

風力発電に係る検討会について 

○本答申を受け、昨年 10月、「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考

え方に関する検討会」を設置し、風力発電施設を対象事業として追加する

に当たって必要な技術的事項について検討を行っているところ。 

○検討会においては、①アセスが必要となる風力発電事業の規模要件、②環

境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の基本的考え方等につ

いて検討。 

○検討員間の議論に併せて、日本風力発電協会、自然保護団体等からヒアリ

ングを実施。 

○現在、報告書（案）のパブリックコメントを実施中。その結果を踏まえて、

報告をとりまとめていただき、その後、速やかに環境影響評価法の政令改

正を行い、風力発電事業を法の対象事業に追加することを予定している。 

 

検討員名簿 

（座長） 浅野 直人  福岡大学法学部教授 

（座長代行） 柏木 孝夫  東京工業大学ソリューション研究機構教授 

 荒井 歩   東京農業大学地域環境科学部准教授 

 北澤 大輔  東京大学生産技術研究所准教授 

 佐々 恵一  福島県生活環境部環境共生課環境評価景観室長 

 鈴木 雅一  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

 瀧澤美奈子  科学ジャーナリスト 

 田中 充   法政大学社会学部教授 

 樋口 広芳  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

 福嶋 司   東京農工大学農学部教授 

 松井 利仁  京都大学大学院工学研究科准教授 
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風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会 

これまでの開催状況及び今後の予定 

 

平成 22年 10月 29日 第 1回検討会 

・検討会の設置について 

・風力発電に係る環境影響評価に関する状況説明 

・関係者等からの概況ヒアリング 

平成 22年 11月 12日 第２回検討会 

・景観に関するヒアリングと状況説明 

平成 22年 12月９日 第３回検討会 

・騒音・低周波音に関するヒアリングと状況説明 

平成 22年 12月 27日 第４回検討会 

・動物、植物及び生態系に関するヒアリングと状況説明 

平成 23年１月 13日 現地検討会 

・滝根小白井ウインドファーム（福島県） 

平成 23年２月 14日 第５回検討会 

・風力発電事業の規模要件及び関連事項について 

・洋上風力発電に関する環境影響評価の実施状況等について 

・他の環境影響に関する調査、予測及び評価の実施状況等について 

・評価項目の選定の基本的考え方に関する論点について 

  平成 23年３月３日 第６回検討会 

・風力発電事業の規模要件等に関する論点について 

・各評価項目の調査、予測及び評価等の基本的考え方に関する論点に

ついて 

  平成 23年４月１日 第７回検討会 

・報告書の骨子（案）について 

  平成 23年５月 12日 第８回検討会 

・報告書（素案）について 

パブリックコメント（５月 16日～６月 10日） 

    平成 23年６月 17日  第９回検討会（予定） 

・パブリックコメントの結果について 

・報告書（案）について 

 



中央環境審議会「今後の環境影響評価制度の在り方について（答申）」 

（平成 22年 2月 22日） 抜粋 

 

 

２．対象事業について 

（５）風力発電施設への対応 

近年我が国における風力発電施設の導入量は増加しており、地球温暖化対策の推進によ

り、今後、民間事業者による大規模な風力発電事業の大幅な増加が予想される。 

風力発電施設の設置に当たっては、騒音、バードストライク等の被害も報告されている。

現在は、一部の地方公共団体において条例による環境影響評価が義務付けられている他、

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が作成したマニュアル

による自主的な環境影響評価が実施されているものの、条例以外による環境影響評価等を

実施した風力発電設備設置者に対するアンケートにおいては、環境影響評価を実施した案

件のうち約 4分の 1が住民の意見聴取手続を行っていないこと、また、ＮＧＯへのヒアリ

ングにおいては、方法書・評価書案の縦覧を行わずに補助金の申請がなされている事例が

あること、といった課題が挙げられている。また、電気事業法（昭和 39年法律第 170号）

の許認可を捉えて環境影響評価を実施することが可能である。以上の点も踏まえ、風力発

電施設の設置を法の対象事業として追加することを検討すべきである。 

なお、専門委員会における議論の中では、風力発電施設は風況の関係から適地も限られ

るため、条例や NEDO のマニュアルにより対応することが適切であるという意見もある。

また、自然公園区域を管轄する個別法等の手続と法の手続が重複するような場合が出てく

るかもしれず、整理が必要ではないかという意見もある一方、生物多様性保全の観点から

自然公園区域では風力発電施設も含め規制されるべきという意見もある。 

 

 



火力発電所リプレースに係る環境影響評価手続合理化について 

 

１．背景・経緯 

○現在、火力発電所の環境影響評価手続においては、既設発電設備の老朽化に伴い火力発

電所をリプレースする場合においても、新たに火力発電所を設置する場合とほぼ同様の

手続が必要となっている。 

○しかしながら、火力発電所は、そもそも埋立地などの工業専用地域に立地しているとい

う特徴があり、そのリプレースについては、土地改変等による環境影響が限定的で、か

つ、温室効果ガスや大気汚染物質による環境負荷の低減が図られる案件も多い。温室効

果ガス削減に対する喫緊の要請を踏まえると、そのような案件については早く運用に供

されることが望ましいと言える。 

○これを受けて、環境影響評価制度の見直しについての中央環境審議会での答申（平成 22

年 2月 22日）において「方法書における評価項目の絞り込みを通じた環境影響評価に要

する期間の短縮等、弾力的な運用で対応することが必要である」とされた。 

○また、平成 22年 9月 30日の閣議決定「『新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策』

について」において「火力発電所のリプレースは温室効果ガスの削減にも資することか

ら、これらの事業のうち環境負荷が現状よりも改善するケースについて、環境影響評価

に要する時日の短縮が可能となるような手続の合理化を行うための方策の検討に平成 22

年度中に着手し、平成 23年度中に措置を講じる」とされた。 

○これらを受けて、火力発電所リプレースに係る環境影響評価手続合理化に関する技術的

事項の検討のため「火力発電所リプレースに係る環境影響評価の技術的事項に関する検

討会」（座長：植田洋匡 日環センター技術顧問）を平成 23 年 1 月から開催し、3 月に

その技術的提案についての報告書がとりまとめられたところ。 

 

２．検討対象 

本検討会の検討対象としては、閣議決定及び中央環境審議会答申を踏まえ、火力発電所

のリプレースのうち、燃料種の転換や発電方式の変更により、温室効果ガス、大気汚染

物質、水質汚濁物質、温排水等による環境負荷の低減が図られるものであって、かつ事

業地の条件や事業の手法によって土地改変等による環境影響が限定的となりうるものと

した。 

 

３．検討結果の概要 

○大気質、温排水等については、発電方式の変更、燃料転換等により、リプレース前後で

環境負荷が低減する等一定の条件に合致する場合に、モデルの活用や既存データの活用

により、現地調査や予測手法の簡略化を可能とすることを提案。 

○動植物については、予備調査で重要種が確認されなかった場合や、緑地を改変しない場

合等、地域特性や事業特性が一定の条件に合致する場合に、予測・評価の対象からの項

目の削除を可能とすることを提案。 
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○これにより、上記のような一定の条件に合致する火力発電所のリプレースについては、

１年程度の期間短縮効果が期待されるとともに、新型火力発電所の稼働が早まることに

伴い、二酸化炭素の排出削減につながる。 

 

４．今後の予定 

早期に経済産業省と調整した上で、火力発電所リプレースに係る環境影響評価手続き合

理化ガイドラインとしてとりまとめ、自治体等の関係者に向けて広く周知していく予定。 

 



 

中央環境審議会「今後の環境影響評価制度の在り方について（答申）」 

（平成 22 年 2月 22 日）抜粋 

 

３．スコーピング手続について 

（２）評価項目等の選定における弾力的な運用 

 

 （中略） 

 発電所のリプレース事業のように、土地改変等による環境影響が限定的で、温室効果ガス

や大気汚染物質による環境負荷の低減が図られる案件については、早く運用に供されること

が望ましいことから、ベスト追求型の観点も踏まえ、方法書における評価項目の絞り込みを

通じた環境影響評価に要する期間の短縮等、弾力的な運用で対応することが必要である。 

 

 

 

 

「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」について 

（平成 22 年 9月 10 日閣議決定） 抜粋 

 

５．日本を元気にする規制改革１００ 

 

（中略） 

別表２ ５分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革事項 

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管 

省庁 

＜環境・エネルギー＞ 

12 発電所のリプレースの際の

環境影響評価の迅速化 

火力発電所のリプレースは温室効果ガスの削減にも

資することから、これらの事業のうち環境負荷が現

状よりも改善するケースについて、環境影響評価に

要する時日の短縮が可能となるような手続の合理化

を行うための方策の検討に平成 22年度中に着手し、

平成 23年度中に措置を講ずる。 

平成 22年度検討

開始、平成 23年

度結論・措置 

環境省 

 



 

環境影響評価法第５２条第２項により適用除外の対象となる 

発電設備設置等の事業の実施について 

 
 環境影響評価法（平成９年法律第 81 号。以下「法」という。）第 52 条第２項による環

境影響評価手続の適用除外の対象となる、東日本大震災により原形に復旧することが不可

能となった自社の発電設備の電気供給量を補うために、東京電力が、当該発電設備に係る

発電所以外の場所で行う発電設備の設置等の事業は、以下のように行われることとする旨、

平成 23年４月４日付で経済産業省、環境省両省において確認しました。 

 

（１）適用除外の対象となる事業の範囲 

適用除外の対象となる事業の範囲は、東日本大震災の影響により原形に復旧することが

不可能となった自社の発電設備の電気供給力を補うために、東京電力株式会社（以下「東

京電力」という。）が、当該発電設備に係る発電所以外の場所で行う発電設備の設置等の事

業（以下「災害復旧のための発電設備設置事業」という。）であって、以下の要件をいずれ

も満たすものとして復旧計画（同社の防災業務計画に基づき、東日本大震災に関して定め

られる復旧計画をいい、以下単に「復旧計画」という。）に定められるものとする。 

 

① 発電設備の設置場所に関する要件 

東京電力の供給区域内に従来から存在する同社の発電所の敷地内で行われる事業 

 

② 事業実施期間に関する要件 

東日本大震災の発生の日から３年程度以内に発電設備の供用を開始する予定の事業と

して、同日から１年以内に東京電力の定める復旧計画に定められる事業 

 

なお、地震の発生の日の時点において、環境影響評価の手続中であった事業についても、

上記の要件を満たす限りにおいては、適用除外の対象となる事業の範囲に含まれる。 

 

（２）復旧計画の策定 

東京電力が復旧計画を策定するに当たっては、実施しようとする災害復旧のための発電

設備設置事業のうち、環境影響評価法の第二種事業又は対象事業に当たるものの内容（設

置する発電設備の原動力の種類、出力、配置計画の概要等）を明らかにすることとする。

実施しようとする災害復旧のための発電設備設置事業の内容に変更・追加が生じた場合に

は、その都度、復旧計画を改定することとする。 

 

（３）災害復旧のための発電設備設置事業の実施に当たって講じられるべき措置 

 防災上の観点から緊急に事業を行う必要のあるものについて適用除外にするという法第

52 条第２項の規定の趣旨に鑑みれば、適用除外の対象となる事業であっても、法の趣旨に

則った可能な限りの措置が講じられるべきであることから、経済産業省は、東京電力に対

し、災害復旧のための発電設備設置事業の実施に当たって以下の措置が講じられるよう、

指導することとする。 

 

① 復旧計画の送付、公表等 

東京電力は、復旧計画を策定又は改定したときは、同計画中の災害復旧のための発電

設備設置事業に係る部分を公表するとともに、経済産業大臣及び関係地方公共団体の長

に対し送付する。また、経済産業大臣は、当該計画の送付を受けたときは、環境大臣に
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当該計画の写しを速やかに送付する。 

 

② 環境影響を最小化するための配慮 

東京電力は、当該事業の実施が環境に及ぼす影響（当該事業の発電設備の供用に伴っ

て生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。）について可能な限り詳細な予測を

行った上で、当該事業による環境影響を最小化するための実行可能な最大限の配慮を行

う。 

 

③ 関係地方公共団体・住民に対する説明等 

東京電力は、事業の実施前に（災害復旧の観点から、事業着手の緊急性が著しく高い

場合については、事業開始後速やかに）事業の内容、発電設備の供用方法の方針、予測

される環境影響、講ずる予定の環境保全措置等について、関係地方公共団体及びその地

域の住民に対する説明及び意見聴取等を行うことにより、当該事業に関して関係地方公

共団体及び住民からの理解が最大限得られるよう努める。 

 

④ 事業実施中及び供用開始後に実施する環境保全措置 

東京電力は、事業の実施中及び供用開始後においては、その環境影響について継続的

に調査を行うとともにその調査結果を公表することとする。また、調査の結果、環境影

響を低減させるための措置を講ずる必要があると考えられる場合には、一日における供

用時間を短縮する等、然るべき措置を講ずる。 

 

⑤ 東京電力の電力系統全体から発生する環境影響を低減させるための措置 

災害復旧のための発電設備設置事業に一定の進展が見られた場合には、東京電力は、

環境影響のより大きな発電設備から優先的に運転を停止する等の措置を講じることによ

り、同社の電力系統全体から発生する環境影響が、東日本大震災発生前の水準まで、可

能な限り速やかに低減するよう努める。 

 

⑥ 環境保全措置の公表 

東京電力は、④又は⑤に基づく環境保全措置を講じた場合には、講じた措置の内容に

関する積極的な公表を行うことにより、関係地方公共団体及び住民の理解の醸成に努め

る。 

 

 

 



 

環境影響評価法第５２条第２項により適用除外の対象となる 

発電設備設置等の事業の実施について 

 
 環境影響評価法（平成９年法律第 81 号。以下「法」という。）第 52 条第２項による環

境影響評価手続の適用除外の対象となる、東日本大震災により原形に復旧することが不可

能となった自社の発電設備の電気供給量を補うために、東北電力が、当該発電設備に係る

発電所以外の場所で行う発電設備の設置等の事業は、以下のように行われることとする旨、

平成 23年４月 15日付で経済産業省、環境省両省において確認しました。 

 

（１）適用除外の対象となる事業の範囲 

適用除外の対象となる事業の範囲は、東日本大震災の影響により原形に復旧することが

不可能となった自社の発電設備の電気供給力を補うために、東北電力株式会社（以下「東

北電力」という。）が、当該発電設備に係る発電所以外の場所で行う発電設備の設置等の事

業（以下「災害復旧のための発電設備設置事業」という。）であって、以下の要件をいずれ

も満たすものとして復旧計画（同社の防災業務計画に基づき、東日本大震災に関して定め

られる復旧計画をいい、以下単に「復旧計画」という。）に定められるものとする。 

 

① 発電設備の設置場所に関する要件 

東北電力の供給区域内に従来から存在する同社の発電所の敷地内で行われる事業 

 

② 事業実施期間に関する要件 

東日本大震災の発生の日から３年程度以内に発電設備の供用を開始する予定の事業と

して、同日から１年以内に東北電力の定める復旧計画に定められる事業 

 

なお、地震の発生の日の時点において、環境影響評価の手続中であった事業についても、

上記の要件を満たす限りにおいては、適用除外の対象となる事業の範囲に含まれる。 

 

（２）復旧計画の策定 

東北電力が復旧計画を策定するに当たっては、実施しようとする災害復旧のための発電

設備設置事業のうち、環境影響評価法の第二種事業又は対象事業に当たるものの内容（設

置する発電設備の原動力の種類、出力、配置計画の概要等）を明らかにすることとする。

実施しようとする災害復旧のための発電設備設置事業の内容に変更・追加が生じた場合に

は、その都度、復旧計画を改定することとする。 

 

（３）災害復旧のための発電設備設置事業の実施に当たって講じられるべき措置 

 防災上の観点から緊急に事業を行う必要のあるものについて適用除外にするという法第

52 条第２項の規定の趣旨に鑑みれば、適用除外の対象となる事業であっても、法の趣旨に

則った可能な限りの措置が講じられるべきであることから、経済産業省は、東北電力に対

し、災害復旧のための発電設備設置事業の実施に当たって以下の措置が講じられるよう、

指導することとする。 

 

① 復旧計画の送付、公表等 

東北電力は、復旧計画を策定又は改定したときは、同計画中の災害復旧のための発電

設備設置事業に係る部分を公表するとともに、経済産業大臣及び関係地方公共団体の長

に対し送付する。また、経済産業大臣は、当該計画の送付を受けたときは、環境大臣に



 

当該計画の写しを速やかに送付する。 

 

② 環境影響を最小化するための配慮 

東北電力は、当該事業の実施が環境に及ぼす影響（当該事業の発電設備の供用に伴っ

て生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。）について可能な限り詳細な予測を

行った上で、当該事業による環境影響を最小化するための実行可能な最大限の配慮を行

う。 

 

③ 関係地方公共団体・住民に対する説明等 

東北電力は、事業の実施前に（災害復旧の観点から、事業着手の緊急性が著しく高い

場合については、事業開始後速やかに）事業の内容、発電設備の供用方法の方針、予測

される環境影響、講ずる予定の環境保全措置等について、関係地方公共団体及びその地

域の住民に対する説明及び意見聴取等を行うことにより、当該事業に関して関係地方公

共団体及び住民からの理解が最大限得られるよう努める。 

 

④ 事業実施中及び供用開始後に実施する環境保全措置 

東北電力は、事業の実施中及び供用開始後においては、その環境影響について継続的

に調査を行うとともにその調査結果を公表することとする。また、調査の結果、環境影

響を低減させるための措置を講ずる必要があると考えられる場合には、一日における供

用時間を短縮する等、然るべき措置を講ずる。 

 

⑤ 東北電力の電力系統全体から発生する環境影響を低減させるための措置 

災害復旧のための発電設備設置事業に一定の進展が見られた場合には、東北電力は、

環境影響のより大きな発電設備から優先的に運転を停止する等の措置を講じることによ

り、同社の電力系統全体から発生する環境影響が、東日本大震災発生前の水準まで、可

能な限り速やかに低減するよう努める。 

 

⑥ 環境保全措置の公表 

東北電力は、④又は⑤に基づく環境保全措置を講じた場合には、講じた措置の内容に

関する積極的な公表を行うことにより、関係地方公共団体及び住民の理解の醸成に努め

る。 

 

 

 


